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ご紹介します
ます！
学校からの団体貸出の申込みは
は 1 年のうちで 10 月〜11 月
にもっとも多く寄せられます。国語
国語・社会の教科書単元や，
総合学習での各種テーマなど，どのような
のような活動をするのだろ
うと興味がわいてきます。そこで
そこで，小学校 2 校，中学校 4 校
から図書館資料を活用した授業事例
事例を紹介していただきま
した。

木戸中学校

大形小学校

１学年総合「福祉学習」

５学年国語「パネル
パネル討論しよう」

学年全体をテーマごとに 5 グループ（①聴
グループ

コミック『ドラえもん』をクラス全員が

覚障がい福祉②視覚障がい福祉③身体障
身体障がい

読み，
「しずかちゃんは誰と
と結婚すべきだっ

福祉④児童福祉⑤介護福祉）に分け
け，調べ学

たか」をテーマに討論しました
しました。

習や体験活動をとおして社会福祉への
への理解と

子どもはストーリーや登場人物
登場人物の表情，

関心を高め，
「自分たちにできること
たちにできること」をポス

性格，行動，セリフを読み取り，討論の材

ターとして作成し，発表しました。

料にしていました。

授業者 宝金智先生，大場太士先生からのコメント
からのコメント

授業者

福島慎也先生からのコメント
からのコメント

活字ばかりでなく，絵や写真がついて
がついてい

子どもたちからは授業で漫画
漫画を読んでいい

る資料が分かりやすく，興味を
を引く内容

のかという驚きの感想が出されましたが
されましたが，学

で活用できました。

習に対する意欲が違っていて
っていて，昼休みも読ん

同じ本を複数冊そろえて

でいました。今後は四コマ漫画
漫画や新聞なども

もらえるとありがたいです。

授業で活用したいと思います
います。

木山朋紀司書からのコメント

新野美奈子司書からのコメント
からのコメント

として
調べるテーマごとに集め BOX として教室へ

先生から依頼を受けて，市立図書館ホー

貸し出しました。自校の蔵書から 154 冊用

ムページで資料検索をしました。すぐに貸

意し，足りない分を市立図書館から
から借りま

出可能なものの中から，先生
先生と相談してタ

した。

イトルを決定しました。

ご紹介します！
！

東新潟中学校

白新中学校

１学年総合「職業学習」

１学年総合「祭りについて
りについて」

事前学習とし
総合週間で行う職業講話の事前学習

べるテーマを決め
探究学習の導入で，調べるテーマを

て，本による職業調べと夏休みに身近
身近な人

る活動の際に，ポプラディア
ポプラディア 8 セットを使

へのインタビューを行いました。そこから
そこから

いました。授業のはじまり（約 20 分）に，

得た知識や職業講話で聞いたお話をもとに
をもとに

3 クラス 86 人が図書館に集
集まり，学校司書

ポスターを作り，ポスターセッションを
ポスターセッションを行

が百科事典の使い方を説明しまし
しました。その

いました。

後，生徒は個々に資料を使って
って調べていま

事前学習では様々な資料でみんなが
でみんなが調べ

した。

られるように，自校蔵書・市立図書館団体
市立図書館団体

8 セット！

貸出（約 120 冊）合わせて，200 冊弱の資
冊弱
料を準備しました。
大久保美雪司書からのコメント
からのコメント

授業者 石川みどり先生からのコメント
からのコメント

先生からの依頼は，①さまざまな
①さまざまな職業に

大テーマから派生して，個々
個々が追究したい

ついて調べる，②生徒数の資料が欲
欲しい で

テーマを決めました。ポプラディアには
ポプラディアには，キ

した。

ーワードに色がついているので
がついているので，生徒が関連

自校蔵書と市立図書館からの借用資料
借用資料

するものを見つけやすく，大変有効
大変有効でした。

で，5 クラス一斉に学習できました
きました。人気

小野紀子司書からのコメント
からのコメント

のある職業は，複本でたくさん揃えていた
えていた

昨年度の活動の経験を踏まえ
まえ，自校 2 セ

だき，助かりました。

ットと市立図書館から借りた
りた 6 セット，計
8 セットを設置しました。
学校図書館支援センターから

1 年生用に用意しましたが
しましたが，昨年同様の

授業で使用する 10 日くらい前にご
相談いただけると，資料収集に助かりま
す。使い始めてからでも，追加の資料が
必要な時はお声掛けください。活動に適
した資料をご用意します。

使える資料を集めるための

活動を経験した 2 年生が，調べ学習の際に，
調
自然にポプラディアに手を伸
伸ばすようにな
っていて，感動しました！

依頼方法
依頼方法のポイント！

使用する期間，必要冊数，教科
教科・単元や活動の内容
調べる内容（テーマ），既知の
の事柄やキーワードなど
百科事典・図鑑・統計資料などは
などは必要ですか？
調べたことをどのような形にまとめ
にまとめますか？

まずは，学校司書に
ご相談
相談ください。

できるだけ具体的
具体的に教えてくだ
さい。たとえば…
…
教科書や指導書
指導書で参考になる
部分
指導案
児童・生徒に
に配布するワーク
シートやプリント

などを見せていただけると
せていただけると参考に
なります。

山潟中学校

万代長嶺小学校

２学年総合「福祉体験学習」
体験学習先の障がい者施設，高齢者施設，

２学年図工「昔の絵」
読み聞かせをした昔話絵本の中から，場面

児童福祉施設のうち，幼稚園・保育園に行く

の様子を想像して絵を描き，できあがった作

グループが，大型絵本を持参して幼児に読

品は作品展で展示しました。

み聞かせを行いました。生徒は３〜６人でグ
授業者

ループになり，グループごとに絵本を選び，
読む練習をしてから出かけました。
担当者

三浦努先生からのコメント

司書さんが選書や読み聞かせの練習を支
援してくれたので，生徒にとって，より充
実した体験になったようです。生徒は保育

子どもたちは昔のくらしが想像できない
ようでしたが，絵本の世界から，着物，い
ろり，土間，うす，昔の家の様子など，た
くさんのヒントをもらいました。
子どもたちがもっと昔話に親しみ，興味
をもってくれることを願っています。

士さんからも読み方をほめられて喜んでい

風間裕美司書からのコメント

ました。大型絵本は迫力があって園児たち
は集中して見ていたようです。

渡辺文子先生からのコメント

渡辺先生から「日本の昔話の絵本」のレ
ファレンスを受け，当校の蔵書より貸出を

石倉綾子司書からのコメント

行いました。子どもたちが挿絵から昔の生

生徒からどんな絵本がよいか相談を受け

活を学んでいることを知り，より正しい情

ました。図書館主任から，昨年度は大型絵

報提供が必要と感じたので，学校図書館支

本を借りたと聞いていたので，今回も園児

援センターに相談して，適切な資料を探し

にふさわしい作品を選んで市立図書館に申

て提供しました。

込みました。本が届くと，すぐに生徒に本
を決めてもらい，読み聞かせの練習に入り
ました。生徒には読み方のコツをアドバイ
スしました。

新聞・雑誌・オンラインデータベース

まだあります！使える資料

ほんぽーと中央図書館では，新聞や雑誌記事，調査に便利なオンラインデータベース
を利用できます。ご依頼に応じて，図書館職員がお調べします。

新聞…49 紙

新潟日報，朝日新聞，読売新聞，日本
経済新聞は長期保存しています。

雑誌…483 タイトル
データベース…11 タイトル
新聞・雑誌記事，農業・食，著名人物
情報，辞書・辞典など各種あります。

まずは，お試しください。
たとえば…

節電対策として，新聞で紹介さ
れていた暮らしの知恵や関連記
事が欲しい。
過去に開催されたオリンピック
について調べたい。 etc.

第 1 回学校司書実務研修会
テーマ「図書館だよりづくり
だよりづくり」

日
日時： 平成 25 年 12 月 5 日（木）
午後 2 時〜4 時 30 分
ビーンズホール
会場： 中央図書館 3 階ビーンズホール

東区・中央区の学校司書 38 人が
が参加しました。本研修では，実践発表・講義
講義・実習・グ
ループ別協議を行い，図書館だより
だよりの役割や，読者に読みやすく楽しめる内容
内容にするための
技術的なポイント，図書館だより作成
作成に関わる著作権などについて取り上げ ました。実践発
表者からは勤務校での図書館だよりを
だよりを紹介いただき，たよりに込める思いや 児童・生徒への
効果的なアピール方法を発表していただきました
していただきました。グループ別協議では，各自
各自が取り組んで
〜

実践発表者

きた工夫や抱えていた悩みを語
語り合いました。

〜

参加者アンケートからは，「皆
皆さんの努力が
感じられてモチベーションが上
上がった」「他校
の工夫を取り入れたい」などの声
声が寄せられま
した。今回の研修を基本に，各学校
各学校で工夫をし
ていただき，読んで楽しい，足を
を運びたくなる
東山の下小学校
土田則子司書

図書館だよりにつなげていただければと
いただければと願っ

舟栄中学校
東久美子司書

ております。

新潟市広報番組「さわやか新潟」

「子どもたちに読書の
の楽しさを！―新潟市の図書館」
」
10 月 26 日(土)に
ＢＳＮで
放送されました。

見逃してしまった
してしまった方，もう一度見たい方へ
新潟市ホームページで
ホームページで，動画を公開しています。（Youtube
Youtube：29 分 00 秒）

新潟市トップページ＞市政情報＞
＞広報＞広報番組・広報ビデオ＞広報テレビ「さわやか新潟」
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/koho/kohobangumi̲video/sawayakaniigata.html
東区・中央区

文部科学省

第 2 回学校司書実務研修会

「初等教育資料 2014 年 1 月号」に掲載

のために」
テーマ：「学校図書館の活用のために

の
１月号特集：子供の読書活動の推進

日時：平成 26 年 1 月 30 日（木）

事例：学校図書館活用の促進と
と子供の読書活動推進

午後 2 時〜4 時 30 分

「新潟市学校図書館支援センターの
センターの取組み」

会場：中央図書館 3 階ビーンズホール
ビーンズホール

西川図書館 学校図書館支援センター
学校図書館支援

内容
講演

学校支援課

実践発表

菱田由美指導主
菱田由美指導主事

鳥屋野中学校
上山小学校

主任

安東雅美

小竹祐子司書
平野トモ
トモ子司書

坂井輪図書館が 1 月から休館
休館

休館期間：1 月 4 日〜8 月(予定)

耐震改修工事のため，すべてのサービス
すべてのサービス（貸出，返却，予約，調査相談，新聞
新聞の
閲覧，閲覧室等の利用等）を停止
停止します。他の市立図書館をご利用ください。

